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年頭挨拶
高知県中小企業団体中央会
会

長

町田

貴

新年あけましておめでとうございます。令和３年の新春にあたり、皆様方に謹んで新年のご挨拶を申し上
げます。
さて、昨年は新型コロナウイルス感染症の世界的な拡大の影響で国内外での移動や事業活動の制限など
により幅広い業界でかつて経験したことのない危機に直面しました。
本県においても「よさこい祭り」をはじめ伝統的な行事やイベントの中止、営業の自粛要請などにより観光
関連産業や商店街などへの甚大な影響だけでなく、製造業や物流、生活に直結したサービスなど幅広い分
野で大きな影響が続いています。
本会では、県内の中小企業や事業協同組合の方々が影響を少しでも軽減し事業を維持・継続できること、
また、コロナ収束後の新しい環境で事業を継続・発展できるよう各業界や組合、中小企業の方々の直面する
課題や必要な支援についての声を集約して国、県への要望活動を行って参りました。
全国に先駆けて県で取り組んでいただいた実質無利子・無担保の融資をはじめ、雇用維持や事業継続の
ための給付金、ＧｏＴｏキャンペーンなどの支援策について積極的に説明や情報提供の機会を設けるととも
に、利用や申請手続きをサポートするなど企業や組合の方々に寄り添った支援に努めて参りました。
昨年７月には県からの要請を受け、中小企業等の感染防止対策を支援する事業にも取り組み、1000を超
える事業者の方々にご利用いただいているところです。
発生から約１年以上が経過し、未だ収束の見通しが立たないコロナ禍においては、感染対策はもとより、
「新しい生活様式」にマッチした事業展開や、オンラインでの会議や商談等、ウイズコロナ・ポストコロナ時
代を見据えた取り組みが必要不可欠となっています。
本会でも、セミナーのリモート開催やテレワーク導入のほか、外国人材を活用できる仕組み作りを目指し、
技能実習生等の送り出し国などとの関係構築に向けた現地調査の取り組みを、
「ベトナムと高知をリモート
会議システムで結んだ日本語の教室の開催」や「高知での仕事や生活を紹介するビデオの作成」に変更し
チャレンジを行っています。
また、昨年６月に施行された「特定地域づくり事業協同組合制度」は、中山間対策や移住対策に活用でき
る魅力と可能性を秘めた制度であると捉え、県とも連携しながら制度の普及や設立支援に引き続き注力して
参ります。
加えて、感染症という新たなリスクへの対応を加えた事業継続のための取り組みの重要性を改めて周知す
るとともに、ＢＣＰや事業継続力強化計画策定の推進にもより一層努めて参ります。
引き続き、コロナを乗り越えるために必要な皆様方からのニーズを把握させていただき要望活動を継続す
るとともに、本会における今後の支援にも反映させていく所存です。
コロナの感染拡大というかつてない苦難の時である今こそ「協同組合の精神」にのっとり地域の企業が相
互に連携し、支え合うことが重要だと思います。
コロナに感染し病院などで新年を迎えられる方、医療関係者をはじめ様々なリスクの中で仕事や生活を支
えてくださる方々がいらっしゃるということも忘れずに、一日も早く安心して生活できる日が迎えられるよう感
染対策にも取り組まなければなりません。
本会では、皆様方と共にこの難局を乗り越え、新たな活路を見出されることを願って取り組みを進めてまい
ります。
本年が、新しい生活様式のなかで業績の改善や新たな取り組みに向けた着実な一歩を踏み出す年となる
ことを心よりご祈念申し上げまして、年頭のご挨拶とさせていただきます。
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年頭 挨 拶

新年のごあいさつ
高知県知事

濵田 省司

謹賀新年
高知県中小企業団体中央会会員の皆さま、あけましておめでとうございます。
皆さまのご健勝、ご多幸を心よりお祈り申し上げます。
貴会におかれましては、日ごろより、県内の事業協同組合、企業組合をはじめとする中小企業の連携組
織に対する支援機関として、組織化と運営指導を行うとともに、経営革新や人材育成など様々な支援を通じ
て、本県商工業の発展に、ご支援、ご協力をいただいておりますことに心から感謝申し上げます。
また、会員の皆さまにおかれましては、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により、大変厳しい
経営環境にある中、事業の継続、雇用の維持に努めていただいておりますことに心から敬意を表します。
私が知事に就任させていただいてから、早１年がたちました。あらためて振り返りますと、特に昨年２月以
降、新型コロナウイルス感染症への対応に全力を傾けた年であったと感じております。県民の皆さまが安心
して医療を受けられる体制整備や感染拡大防止対策に全力で取り組みましたほか、深刻な打撃を受けた県
民生活や県内経済などへの影響対策に、時には大きな決断も行ってまいりました。貴会におかれましては、
高知県中小企業新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金の受付窓口として、多くの県内事業者の方々
の感染症対策や事業継続を手助けしていただきました。あらためて感謝申し上げます。
現在、感染症の影響で大きな打撃を受けた本県経済は、国の「ＧｏＴｏキャンペーン」と連携した経済影
響対策の実施などにより徐々に持ち直しつつありましたが、全国的な感染拡大に伴い、再び社会経済活動に
慎重な動きが見られ、本格的な経済回復にはまだ時間を要するものと考えております。このため、引き続き感
染症の影響で経営が悪化している県内事業者への支援に取り組むとともに、県産品の消費拡大、観光需要
喚起などを推進してまいります。さらには、ウィズコロナ、アフターコロナ時代における社会の構造変化に対応
し、県経済を再び成長軌道に乗せるべく、
「デジタル技術の活用」や「本県への新しい人の流れの創出」に特
に力を入れ、各施策の更なるバージョンアップを図ります。
コロナ禍の中においても県民の皆さまが安心して生活できるよう、まずは感染拡大を何としても食い止め
ることを優先しつつ、併せて社会経済活動との両立を実現していくことが、今年私が果たすべき大きな使命
であると思っているところです。
また、関西圏との経済連携強化に向けては、
「観光推進」、
「食品等の外商拡大」、
「万博・ＩＲとの連携」
の３つのプロジェクトについて、３月までに戦略を策定し、新年度当初からスピード感を持って実行してまい
ります。これまでに培ってきた関西圏の企業や団体などとのネットワークをさらに広げ、各分野の経済連携を
一層強化することにより、県産品の外商拡大につなげてまいりたいと考えております。
昨年は、新型コロナウイルス感染症への対応に全力投球し、どちらかと言えば「守り」の一年でありまし
た。これまで同様、感染拡大の防止に取り組むとともに、本年は知事としてこれまで練り上げてきた施策を実
行に移し、成果につなげる、言わば「攻め」に転じる重要な一年になると思っています。
引き続き「共感と前進」を県政運営の基本姿勢として、官民協働、市町村政との連携協調の下、本県が目
指す３つの姿、すなわち「いきいきと仕事ができる高知」、
「いきいきと生活ができる高知」、
「安全、安心な
高知」の実現に向けて、前へ前へと全力で取り組んでまいります。会員の皆さまからのご指導、ご鞭撻を心よ
りお願い申し上げます。
結びに、新しい年が皆さまにとりまして素晴らしい一年となりますようご祈念申し上げまして、年頭のご挨
拶とさせていただきます。
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年頭に当たって
全国中小企業団体中央会
会

長

森

洋

明けましておめでとうございます。令和３年の年頭に当たり、謹んで新年のご挨拶を申し上げます。
昨年を振り返りますと、全世界を通じて新型コロナウイルス感染症という未知のウイルスの発生に苦悩する
１年となりました。加えて、豪雨災害の発生、人材不足、事業承継問題、働き方改革への対応等も相俟って、
中小・小規模事業者は、事業存続の危機的状態に直面しました。また、昨年９月に「自助・共助・公助、そし
て絆」を政策理念に掲げる菅新政権が誕生しました。菅政権の下、新型コロナウイルスの収束に向けて、効
果的な感染拡大防止対策と経済の回復を両立させる政策を実行していただいており、足腰の強い中小・小
規模事業者の実現に向けた政策推進が期待される一方、ＤＸをはじめとする改革実行により、中小・小規模
事業者自身の経営変革が迫られています。
このような状況の中、中小・小規模事業者は、デジタル化による生産性向上が急務であり、個々の自助努力
に加えて、中小企業組合等による企業間の連携強化、共同化・協業化、経営資源の集約化を通じた取組み
が重要になっています。
昨年10月22日に茨城県のザ・ヒロサワ・シティ会館にて開催した第72回中小企業団体全国大会では、全国
各地から中小企業団体の関係者380名に加え、オンライン配信での多数の参加を得て、新型コロナウイルス
感染症及び多発する自然災害からの復興支援を図るとともに、ものづくり支援、取引力の強化や経営基盤の
強化支援等の拡充等を決議し、政府・与党、関係機関等に要望をいたしました。
全国中小企業団体中央会は、都道府県中央会とともに「つながる

ひろげる

連携の架け橋」のスロー

ガンの下、組合が持っている企業同士の「連携力」を大いに発揮し、サプライチェーン全体の共存共栄と新た
な連携を構築すべく活動してまいります。
新型コロナウイルス感染拡大防止と経済活動の両立、とりわけ、需要の縮小とそれに伴う倒産と廃業の増加
を克服すべく、新分野進出、業態転換、事業転換、事業承継、デジタル化など様々な課題に果敢に挑戦する
中小・小規模事業者を全力で応援してまいります。
また、本年は、東日本大震災から10年が経過する節目の年であります。我が国が一丸となって新型コロナ
ウイルス感染症を克服し、東京オリンピック・パラリンピックの開催を通じて、世界に、災害からの復興と日本
の中小・小規模事業者の魅力を発信する絶好の機会となることを願っております。
結びに、本年が中小企業組合と中小・小規模事業者の皆様にとりまして、安心して事業活動を行う環境が
整い、新たな成長への道筋をつける１年となりますことを心よりご祈念申し上げまして、新年のご挨拶とさせ
ていただきます。
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新年のごあいさつ
株式会社
高知支店長

商工組合中央金庫

得冨 敬資

新年あけましておめでとうございます。令和3年の新春を迎えるにあたり、高知県中小企業団体中央
会並びに会員の皆様方に謹んで新年のご挨拶を申し上げます。
昨年は新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、わが国の経済社会活動は大きく停滞いたしました。
緊急事態宣言による営業活動の自粛や入国制限によるインバウンド需要の蒸発などにより直接的な影
響を受けた飲食・宿泊業だけでなく、様々な事業者が広範な影響を受けました。さらに、在宅勤務や
時差出勤といった柔軟な働き方への対応など、中小企業の経営は、従前にも増して多様化が求められ
ています。
このような中、私ども商工中金は、危機対応業務をはじめとする円滑な資金繰り支援に全社を挙げ
て取り組みました。コロナウイルスの影響はまだ予断を許さない状況が続いていますが、新常態と呼
ばれる新しい生活様式の定着と産業構造の大きな変革も見据えて、真にお客さま本位で長期的な視
点から、中小企業及び中小企業組合の企業価値向上に貢献してまいります。
具体的には、ウィズコロナを見据えた事業転換や新事業への進出、業務のデジタル化、経営改善、
事業再生などに取り組む中小企業の皆さまに対する支援を重点的に行ってまいります。接触が難しい
中でもオンライン会議などを活用して日ごろからのリレーションを一層強化し、お客さまの経営課題や
ニーズを深堀してまいります。さらに、地域金融機関や外部専門機関との連携・協業を密に行い、当金
庫の特長を生かしたソリューションを提供してまいります。
引き続き、商工中金高知支店では、高知県の掲げる「高知県産業振興計画」に則り、
「地産外商が
進み、地域地域で若者が誇りと志を持って働ける高知県」づくりの一助となるべく、中央会と連携しな
がら具体的施策に取り組んで参りたいと思います。
「中小企業による、中小企業のための金融機関」として、皆さまから信頼され、支持され、これまで
以上にお役に立てるよう、職員一同、全力で努力を続けてまいりますので、今後とも格別のご指導とお
引き立てを賜りますようお願い申し上げます。
年頭にあたり、皆さまのご繁栄とご健勝をお祈りいたしまして新年のご挨拶といたします。
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中央会 だより

事務局職員
副参事
事務局長

嘉数

実

大変な年が終わって少しでも早く希望
の光が見たいですね。
手洗い、消毒、マスク…感謝を忘れず、
もう少しと信じて…
今年も干支を見習って一歩ずつでも着
実に前に進みたいと思います。
引き続き、
ご指導・ご支援をおねがいし
ます。

事務局次長

田所 敏明

１．
今年は、
「我を貫かん。丑のごとく」。コツコ
ツと自分の信じた道を着実に進みたいもの
です。―今、
自分が考えた言葉ですけどネ。
２．
毎朝、出勤時に次亜塩素酸水で机を拭いて
います。閑話休題、昔から
「朝の来ない夜は
ない」、
「冬来たりなば春遠からじ」などと申
しますが、今がその「夜」や「冬」だと信じ、
コロナ禍に置かれて日々奮闘・研鑽を重ね
ておられる皆様に少しでも早く
「朝」や「春」
が来ますように。

高井 謙一

１．
とにかく健康第一です。コロナがオリン
ピックまでに収束しますように。
２．
できる限りキャッシュレス払いします。ポ

本年もどうぞよろしく

イントも貯まります。

連携推進部

部長

た。週一ですが。コロナ収束後も続けます。

副部長

山本 雄司

1.コロナ禍で改めて思いました。
「正しさ」に絶対はなく、
「真
実」は、人の数や時の流れ、角度の違いで変わるというこ
とを常に意識していたいと思います。コナンに怒られそう
ですが。
2.本来旅行好きですが、万全の感染症対策を心がけながら、マ
イクロツーリズムで、地元の良さの再発見に努めています。

連携推進部

主事

小澤 武史

１．
昨年はチャレンジの機会を多くいただき、諸先輩
方の叱咤激励をいただきながら取り組ませてい
ただきました。この経験を活かして今年も精一杯
頑張らせていただきます。宜しくお願い致します。
２．
こまめな消毒に気を配っています。
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２．コロナ

宮﨑 重人

1.ついに50代突入も、変わらず「仕事も遊びも
全力で」をモットーに。
２．
第1波のステイホーム後、
ジム通いを始めまし

連携推進部

１．新年抱負

連携推進部

部長代理

古木 健雄

１．
コロナの影響で、海外人材の活用支
援も「新しい形」となりましたが、今年
もスピードを緩めることなく、取り組
んで参ります。
２．
Withコロナの中始めた親子サイクリ
ングが双方の楽しみとなりました。

連携推進部

課長補佐

曽我部 匡史

１．
昨年は公私ともにいろいろ良くないもの
が溜まる一年でした。今年こそは仕事の
スリム化に取り組みます
（あとお腹のスリ
ム化も・
・
・）
２．
免疫を高めるには笑顔が一番！マスク
の下でこっそり笑う練習をしています。

中央会での感染症対策

の新年抱負
事務局次長

山本 倫久

１．
コロナ、
コロナに明け暮れた１年でした。
マーケットは７割の時代とも言われてい
ます。同じ水準を維持していくためには、
１．
６倍の生産性が必要です。全集中で、
生産性向上に努めます。
２．
ビールの呼吸で体内消毒に日々努めてい
ます。

連携推進部

部長代理

１．
年男の昨年を振り返ると、あまりいいことが無かった
一年でしたが、新たな年は良い年であることを願いつ
つ、気持ちを切り替えて自身のアップデートに努めま
す。
しかし１年が過ぎるのが早い・
・
・
２．
コロナ禍の中、基本のマスク着用と手洗い・うがい、人
混み（密）
を避けることに気を付けています。オンライ
ン会議やリモートワークの活用も大事ですが、気兼ね
なく面会できるような日常に早く戻れますように！

総務企画部

く お願い申し上げます

部長代理

１．
昨年は非常時の対応力の弱さを実感させられた年で
した。今年はポストコロナへの対応を前向きに推進し
ていきます。

総務企画部
係長

久保 竜夫

１．
コロナに振り回された一年でした。これまで
以上に臨機応変な対応ができるよう積極的
に業務に取り組んでいきます。
２．
運動不足の解消と食生活を改善し、免疫力
アップに取り組んでいます。

主事

清水 美咲

1.昨年はこれまでの当たり前が一変した
１年でした。本年は変化にすぐに対応
できるよう、
自分自身のスキルアップに
力を入れたいと思います。
2.ウイルスに負けないよう、緑茶をこま
めに飲むようにしています。

◦事務所受付カウンターに手指消毒アルコールの設置、
来客用マスクの準備
◦職員のマスク着用の徹底、毎朝の検温の実施
◦会議室、応接室へパーテーションを設置
◦ウィズコロナに対応した働き方の推進（在宅勤務の導入など）

課長補佐

横田 典枝

１．
つい先日、電気調理なべを購入しました。免疫力アップ
のためバランスの良い食事づくりに励み、決して無用
の長物にはしません。
２．
こまめに手洗いしすぎた結果、手がカサカサ。保湿もし
つつ、引き続き手洗いに努めます。

連携推進部

連携推進部

松井 大治

２.免疫力アップのため、
ヨーグルトと納豆を毎日欠かさ
ず食べています。

禍における私の取り組み

総務企画部

古谷 時彦

主事

髙瀨 星太

1.昨年は、世界が激変した一年でした。常に想定
外が起きることを頭において行動をしなくて
はならないと感じています。
今年は、想定外のいい年になりますように。
２.手洗い・うがい・〇〇ルト♪

臨時職員

津野 ゆかり

１．
３密は避けながら、一緒に働く仲間とは密に
がんばりたいと思います！
２．
神経質な世の中が続いていますが、思いや
りの心を大切にしていきたいです。

へんしも情報 vol.237●
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ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金
（一般型）が 継続募集中 です！
中小企業等の新製品・サービス・生産プロセスの改善に必要な設備投資等を支援する本事業につきまして、
引き続き公募中です。
設備投資等をご検討中の事業所の皆様は、ぜひご応募ください。

●補助事業の概要
概

中小企業者等が行う「革新的な製品・サービス開発」又は「生産プロセス・サービス提供
方法の改善」に必要な設備・システム投資等を支援

要

中小企業・小規模事業者（中小企業による共同体含む、業種不問）、
NPO法人（一定の要件があります）

補助対象者

補助金額

100万円～1,000万円

補 助 率

補助率：中小企業者 １／２、小規模企業者・小規模事業者 ２／３

対象経費

機械装置・システム構築費、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、
原材料費、外注費、知的財産権等関連経費

申請締切

令和３年２月１９日（金） 17時 （５次締切）

事業の詳細につきましては、全国中央会HPをご覧ください

https://portal.monodukuri-hojo.jp/index.html

導入設備例
◀スチームラック
オーブン

プレハブ冷蔵庫▶
・冷凍庫

●CNC旋盤

●オーブン・冷凍庫

●ソフトウェア

◦3次元CAD
◦回路図設計CAD
◦2次元設計用CAD
◦デザイン用ソフトウェア
◦作図ソフトウェア

その他の
導入設備例

7

●へんしも情報 vol.237

●木桶

49インチ▶
ディスプレイ

▲70インチ
ディスプレイ

▲32インチ
ディスプレイ

▲調査・測量用
ドローン
サーバー
（管理用PC）
▶

●デジタルサイネージ

製造業（機械金属等）：NC工作機械、レーザー加工機、検査・選別機
製造業（食品）：スライサー、サーマルタンク、洗浄機、充填機、計量器
建設業：三次元測量システム、超音波測深システム、アスベスト除去装置
小売業：ウォークイン・ストッカー、受発注・在庫管理システム
宿泊業：セルフチェックイン端末、除菌・浄化水処理装置
飲食業：冷凍冷蔵庫、冷蔵ショーケース、グリラー、製氷機、真空包装機
サービス業：業務用洗濯・脱水機、プレス機、ミシン、検針機

◀3次元レーザー
スキャナ

●三次元スキャナ・ドローン

その他の導入設備例については、
下記ページもご覧ください。
http://www.monodukurihojo.jp/

ものづくりの基盤技術強化を図る
研修会の報告
－令和２年度ものづくり担い手育成事業－
■□ 開催報告 ■□

○ものづくり技術革新研修

ものづくり企業 IoT技術人材育成研修
去る11月26日
（木）
、27日
（金）
、12月３日
（木）
、４日
（金）の４日間、県内ものづく
り企業の生産性向上を図るためのIoT技術（Raspberry Pi）の導入を支援する事業
の一環で、県内ものづくり企業を対象とした「ものづくり企業IoT技術人材育成研
修」
を、香南市野市町「高知職業能力開発短期大学校」にて開催しました。
本研修は、安価にIoT導入ができる
「IoT学習HAT」及びセンサ技術を活用して、
IoTシステムの構築方法について実習を交えて行いました。
受講者からは、
「講師陣からの丁寧な指導で知識習得ができた」
「今後の業務へ
の活用の足掛かりとなった」
との声が聞かれるなど、IoT技術の導入のきっかけと
なる有意義な研修となりました。

○溶接技術者研修

浸透探傷試験（PTレベル１）研修
去る12月８日
（火）、９日
（水）の２日間、県内の溶接技術者を対象とした「浸透
探傷試験（PTレベル１）研修」を、高知市仁井田「高知県立高知高等技術学校」に
て開催しました。
本研修は、浸透探傷検査技術の習得及び浸透探傷検査資格の取得を目的に実
施したもので、一般社団法人日本非破壊検査協会が実施するPTレベル１試験に
合わせ、浸透探傷試験の基礎及び関連知識についての講義並びに試験装置の操
作などの実習が行われました。
受講者からは、
「わかりやすい指導もあって体で覚えることができた」
「業務上、
必要となる知識が学べ、今後業務に活かしていきたい」
との声が聞かれるなど、技
術習得が図られ技術者の技術力向上につながる研修となりました。

お問い合わせ先

高知県中小企業団体中央会

連携推進部

担当：小澤

TEL：088-845-8870 FAX：088-845-2434 HP：https://www.kbiz.or.jp

へんしも情報 vol.237●
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外国人技能実習制度適正化講習会
～農業分野～ を開催しました。
本会では、去る12月3日
（木）午後2時30分より
「セリーズ」
（高知市）において、農業分野に
フォーカスし、県内の事業所が、適正な外国人技能実習制度運用を図ることを目的に「外国
人技能実習制度適正化講習会」を開催しました。
セミナーでは、初めに、合同会社ＩＣＨＩ代表社員 西野宮貴昭氏より、
「先進事例に学ぶ！農
業分野の技能実習生・特定技能外国人の受入ポイント」
と題し、茨城県での農業分野の外国
人材の活用により、事業を拡大されている事例や、特定技能外国人の動向、入国後講習の
現状、外国人技能実習機構による監査対応のポイント、新型コロナウイルス感染症による外

合同会社 ICHI 西野宮貴昭氏

国人材に与える影響などをご講義いただきました。
続いて、チェジュ航空 松山支店 支店長 高在聖氏より、東南アジア各地へ運航するチェ
ジュ航空の松山経由便を利用した、出入国方法の説明をいただきました。
また当会より、技能実習生入国の際のレジデンストラック対応について、高知県健康政策
部健康対策課の資料を基に説明を行いました。
当日は約70名の出席をいただき、参加者からは「農業分野の外国人材の受入について理
解が深まった」
「入国時は、関西国際空港を利用することが多かったが、松山発着便は便利
なので利用を検討したい」
との声が聞かれるなど、非常に有意義なセミナーとなりました。

チェジュ航空 松山支店 支店長
高在聖氏

外国人技能実習（建設分野）に関する事例研究会を開催します
後援

高知県・高知県建設業協会

本会では、来る令和3年1月15日
（金）14時よりザ クラウンパレス新阪急高知（高知市）にて外国人技能実習制度
適正化講習会を開催します。講習会では、慢性的な人手不足が課題となっており、外国人材への期待が高まってい
る
「建設業界」にフォーカスし、外国人を雇用するために必要な基礎知識や、すでに外国人が活躍している企業の
先進事例を、国土交通省より講師をお招きし、分かりやすくお伝えします。外国人材の活用に興味がある方のご来
場を心よりお待ちしております !!

※新型コロナウイルス感染症の感染状況により、オンラインとする場合がございます。
■日
時
令和３年1月15日（金） 14時00分～15時30分
■場
所
ザ クラウンパレス新阪急高知（高知市本町4-2-50）
■ 申込方法
本会ホームページより「参加申込書」をダウンロードの上、FAX又はメールにて
		
お申し込み下さい。
■ HP：https://www.kbiz.or.jp/construction-trainee/
担当 古木
・髙瀨
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安心＆安全を！

感染防止対策実施中です！

先行きの見えないコロナ禍において、多くの業界が、感染拡大を食い止めるための、
様々な取り組みを行っています。
「ウィズコロナ」を生きぬくためヒントとして、ぜひご参考になさってください！

高知県旅館ホテル生活衛生同業組合
高知県旅館ホテル生活衛生同業組合（藤本正孝理事長）では、お客様が安心してご利用できるよう新型コロナウイルス感染症
対策に取り組んでいます。代表例として株式会社城西館とザ クラウンパレス新阪急高知の取り組みを紹介させていただきます。

城西館

入り口には、検温システムを
設置しています。ご来 館頂
いたお客さま全員に体温と
マスク着用のチェック・アル
コール消毒をしていただい
ています。

宴会では、皿鉢文化を残
しつつ、皿 鉢の上に小皿
を載せて提供しておりま
す。安心してコミュニケー
ションをとりながらお食
事をしていただけます。

ザ クラウンパレス新阪急高知

フロントでは、検 温など
基本的な対策を実施して
います。更に、体調などの
チェックシートを記入後、
チェックインしていただい
ております。

レストランでは、各テーブル
にパーテーションを設置し、
安心して会話を楽しみながら
お食事いただいております。
お弁当などテイクアウト料理
もご準備できます。

高知県クリーニング生活衛生同業組合
高知県クリーニング生活衛生同業組合（木村浩二理事
長）では、お客様が安心して利用できるよう、様々な取
り組みを行っています。
具体的には、全組合員に対しマスクと消毒液の配布を
行うなど、組合として徹底的な感染症対策に努めていま
す。
また、多くの店舗が、商品受け渡し時における感染予
防のため「飛沫防御スクリーン」を設置。さらに、安全
除菌やウイルス除去の機能を備えた「光触媒除菌･脱臭
機」を導入した組合員もあるなど、店舗ごとに、お客様
の安全第一をモットーにした環境整備を行っています。
いずれの組合員も、衛生的で安全な店舗としての運営
に努めていますので、ぜひ安心してご利用下さい。

安心の組合員マーク
各店舗に消毒液を設置しています

【実施内容】

◦飛沫防御スクリーンの設置
◦光触媒除菌･脱臭機の設置
◦マスク、消毒液の配布（全組合員）
光触媒除菌・脱臭機（ターンドＫ）

飛沫防御スクリーン

へんしも情報 vol.237●
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国等からの要請により、日程等について、急遽見直しの
必要が生じたため、現在内容を調整中

大橋通り商店街振興組合

新春大橋通り倍返しだ!! キャンペーンを行います！

参加店舗は
店頭にポスターを
掲示しています

大橋通り商店街振興組合（安藤一臣理事長）では、日頃お世話になっている皆
様への感謝を込め、
『新春大橋通り倍返しだ !! キャンペーン』
〈1月20日（水）～2月
20日（土）〉を行います。
期間中、対象の店舗で飲食及びお買い物をし、そのレシート（又は補助券）
1,000円分を専用の応募封筒にて郵送していただくと、抽選で対象店舗の商品券
2,000円分が当たるというものです。
これを機に、
「高知市民の台所」の魅力的な味を、いつもの２倍といわず、５倍、
10倍…ぜひご堪能ください。

■実施期間／1月20日（水）
～2月20日（土）
■応募締切／2月24日（水）消印有効
■商品券利用期間／3月1日（月）～3月31日（水）
■応募方法／まずは、期間中に対象の店舗で飲食及びお買い物をしてください。
そして、そのレシート又は補助券1,000円分 1口として専用の応募封筒に封入。
組合事務局まで郵送していただくと、抽選で対象店舗の商品券2,000円分が最
大170名様に当たります。当選された方には当選通知書を郵送、大橋通り商店
街事務局にて当選通知書と引換えに商品券をお受け取りください。
※なお、どの店舗の商品券が当選するかは、お選びいただけません。
■お問い合わせ／大橋通り商店街振興組合
Tel：088-873-1366 （月～金 9：00～17：00）

安芸本町商店街振興組合

スタンプラリー＆商い甲子園パネル展を行います！
安芸本町商店街振興組合（佐藤正理事長）では、
『 スタンプラリー＆商い甲子園
パネル展』を行います。
期間中、対象の店舗で100円以上お買い物をしていただくたびにスタンプを1個
押印。３店舗分を１口として抽選に参加できます。
また、平成20年より多くの高校生とともに取り組んできた「商い甲子園」のパネ
ル展も開催。毎年全国の高校生が本商店街に集結し、工夫を凝らした売り方や陳
列等を競い合ってきた過去の様子や大会ポスター等を一同に展示します。
なお、スタンプラリーの景品には、地元産品だけでなく、商い甲子園常連出場校
が推薦する地域産品も予定しています。
ぜひこの機会に、多くのお店でのお買い物はもちろん、高校生とともに歩んでき
た商店街の歴史もお楽しみください。

■抽選日／2月5日（金）、6日（土） ※時間

10：00～16：00／場所

N

満子の部屋
満子の部屋

■パネル展／各大会パネル（開会式、販売競技風景、表彰式、出場校・受賞チーム一覧等）、
ポスター、のぼり、スタッフシャツ、参加記念品、商い甲子園便り 他多数
※パネル展を訪問された方にもスタンプを押印します。
■お問い合わせ／安芸本町商店街振興組合
Tel：0887-34-3033

球場前駅

安芸市

55

土佐くろしお鉄道
ごめん・なはり線

【満子の部屋】安芸市本町3-1-10

※新型コロナ感染症の影響により、変更や中止等が生じる場合があります。詳細については上記までお問い合わせください。
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満子の部屋

「商い甲子園セット」、地酒のほか、残念賞もご用意しています。
■景品／１等「海産セット」をはじめ、

市役所
安芸駅
安芸警察署

1月12日（火）～ 2月 4日（木）
1月15日（金）～ 2月 6日（土）
※時間 10：00～16：00／場所

安芸市営球場

■実施期間／スタンプラリー
商い甲子園パネル展

賑わう商店街の様子
（昨年度の商い甲子園より）

高知県酒造組合

『令和２年四国清酒鑑評会』優等賞受賞の
土佐酒蔵元と共に楽しむ会を開催しました！
高知県酒造組合（竹村昭彦理事長）では、オンライン酒場
「酔うちゅう部」にて、
「『令和2年四国清酒鑑評会』優等賞
受賞の土佐酒蔵元と共に楽しむ会」を開催しました。
これは、11月5日に高松国税局で開催された「令和2年四国
清酒鑑評会」で最高位の優等賞を受賞した蔵元が、土佐酒
ファンの方々と一緒にお祝いするために実施したものです。
新型コロナウイルス感染症の第3波が全国的に広がり、交
流しにくい時だからこそ、離れた友達や家族と「酔うちゅう
部」を使って土佐酒を飲みながら交流しましょう！
酔うちゅう部なら、家族や友達などの知り合いだけのク
ローズな飲み会から、共通のテーマを持つ人たちでのオープ
ンな飲み会も開催できます。ぜひご活用ください。
（※主催するのも参加するのも「無 料！」時間制限も「な
し！」）

詳しくは、

酔うちゅう部

受賞
吟醸酒の部

で検索

四国内
最多受賞

４蔵

『土佐しらぎく』
『土佐鶴』
『美丈夫』
『司牡丹』

燗酒の部

９蔵

『酔鯨』
『安芸虎』
『土佐鶴』
『美丈夫』
『文佳人』
『豊能梅』
『司牡丹』
『久礼』
『亀泉』

掲載無料

組合いんふぉめーしょんのコーナーを、組合活動のPR、イベント、新商品のご紹介などの
告知にぜひご利用ください。 ●中央会までどしどし情報をお寄せください！
！

信用保証協会は、中小企業のみなさまが
金融機関から事業資金を借入する際、
その保証人となり、金融の円滑化を通じて
中小企業の支援を行っている公的機関です。

〒７８０-０９０１ 高知市上町３丁目１３番１４号
TEL ０８８-８２３-３２６１ FAX ０８８-８２２-７０６９
URL https://www.kochi-cgc.or.jp/
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中央会 だより

高知県介護サービス協同組合

外国人技能実習生の
介護技能向上研修を実施しました！
高知県介護サービス協同組合（今村義男理事長）では、高
知県の補助事業を活用し、9月26日（土）・10月24日（土）、11
月28日（土）の3日間、外国人技能実習生を対象に、対人援助
の基本やノーリフティングケア技術向上を目的とした集合研
修を実施しました。研修では、現場で実施しているケアを振
り返りながら、自分の身体を守りながらのケア技術や、ノーリ

研修の様子

フティングケア技術・日常の応用ケアなど、実技をメインに実
施しました。当日はグループディスカッションも行い、いつも
は違う職場で働く仲間たちと意見交換を行い、今後、業務で
工夫できる点を共有するなど、すぐに実践できる非常に有意
義なものとなりました。
当組合では、今後も実習生に対して介護技術や日本語の教
育を行い、施設利用者、受入施設、実習生の全員が満足でき
るよう努めていく予定です。
ベット上での介助研修

本川手箱きじ生産企業組合

本川手箱きじの解体加工施設の
改修工事落成式を行いました
本川手箱きじ生産企業組合（山本周児理事長）では、いの
町より指定管理者として管理を行う「いの町本川地区畜産物
等飼育処理加工施設」について、改修工事が竣工したことか
ら去る11月28日（土）に落成式を行いました。
落成当日はいの町や高知県など多数の関係者が出席。竣工
を祝う神事の後、山本理事長による挨拶や池田いの町長によ

落成式

る来賓挨拶などの後、施設内覧が行われました。
今回の改修では、2棟に分かれていた解体施設と加工施設
を繋ぐ通路を増築し、屋外を通らずにきじ肉を運べるように
したほか、スープ製造室や商品開発室も設けられ、全体的に
衛生面や効率面での改善が図られました。
当組合では現在取得している県版HACCPについて、ス
テージ2からステージ3への移行を目指しており、来年1月の本
格稼働に向けて今後も準備を進め、
「本川手箱きじ」の更なる
販路拡大に向けて取り組んでいく予定です。
施設内覧
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令和３年 謹賀新年

高知県自転車二輪車商協同組合 高知県塗料商業協同組合
森
祥一
高知市上町1丁目1番1号
TEL 088－875－2472
理事長

理事長

内田荘一郎

高知市上町1丁目4番4号
TEL 088－823－5911

中心街事業協同組合

of f ice Jam

廣末幸彦

共和印刷株式会社 企画・デザイン室 oﬃce Jam

〒780-0901 高知市上町3丁目4-19 TEL088-824-0815 http://jampan.com

理事長
高知市本町1丁目5番16号－303
TEL 088－822－4822 FAX 088－824－8584

高知市中の橋商店街協同組合

森田

隆

理事長
高知市本町1丁目5番16号－303
TEL 088－873－2424

門田忠大

理事長
高知市本町2丁目3番23号
TEL 088－872－4677 FAX 088－823－6236

東京海上日動火災保険㈱高知支店

上野里美

支店長
高知市本町4－1－16高知電気ビル6階
TEL 088－823－1535

高知県中小企業振興協同組合

橋本順子

理事長
高知市本町5丁目2番9号
TEL 088－822－1111

京町・新京橋商店街振興組合

安藤浩二

理事長
高知市はりまや町1丁目3番15号
TEL 088－825－0787

コンフォート・ワーキング協同組合

松井将司

理事長
高知市はりまや町一丁目7番7号
TEL 088－802－7782

高知県旅館ホテル生活衛生同業組合
高知市旅館ホテル協同組合

藤本正孝

理事長
古谷
博
高知市升形5－34 三好ビル2F
TEL 088－823－5941
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和田喜勝

高知市本町2－1－6
TEL 088－822－6205

高知新聞販売所協同組合

天神橋通商店街振興組合

理事長

高知支店長

結城

貢

理事長
高知市本町3丁目2番15号
TEL 088－825－4025

高知県建設業協同組合

西野精晃

理事長
高知市本町4丁目2番15号
TEL 088－872－8962

株式会社 三翠園

石川孝美

代表取締役

TEL 088－822－0131

はりまや橋商店街振興組合

小谷一雄

理事長
高知市はりまや町1-5-14
TEL 088－882－4174
県庁まで徒歩５分 山内神社に隣接 抜群のビジネス環境
様々なタイプの貸オフィス 入居者を募集しています

こうち企業支援センター

高知市鷹匠町1丁目3‐22
よさこいビジネスプラザ１階
TEL 088－802－4351

高知県印刷工業組合
理事長

筒井善樹

高知市与力町13番6号
TEL 088－802－8680

令和３年 謹賀新年

おびさんロード商店街振興組合

高知県酒造組合
理事長
TEL 088－823－3558

大 西 み ちる

竹村昭彦

理事長
高知市帯屋町2丁目1の3 木山ビル2Ｆ
TEL 088－871－6527

高知市廿代町15の1
FAX 088－823－3559

帯屋町一丁目商店街振興組合

帯屋町二丁目商店街振興組合

文野達朗

森山

理事長
高知市帯屋町2丁目1番33号
TEL 088－824－8830 FAX 088－873－6641

壱番街商店街振興組合

剛

理事長
高知市帯屋町2丁目1番33号
TEL 088－871－0668 FAX 088－873－6641

大橋通り商店街振興組合

早川賢治

安藤一臣

理事長
高知市帯屋町2丁目1番33号
TEL 088－824－8830 FAX 088－873－6641

協同組合 帯屋町筋

理事長
高知市帯屋町2丁目1番33号
TEL 088－873－1366 FAX 088－873－6641

高知市商店街振興組合連合会

廣末幸彦

廣末幸彦

理事長
高知市帯屋町2丁目1番33号
TEL 088－824－8830 FAX 088－873－6641

理事長
高知市帯屋町2丁目1番33号
TEL 088－824－8830 FAX 088－873－6641

大樹生命保険株式会社 高知営業支社 三井住友海上火災保険㈱高知支店
大 畠 忠 三
石 川
巖

営 業 支 社 長
課 長

松井洋介

支店長
高知市駅前町4－15西山ビル
TEL 088－824－5795

高知市駅前町1－8 第7駅前観光ビル 2F
TEL 088－882－3402 FAX 088－882－9406

こうちＩ
Ｔ事業者協同組合

官公需適格組合

高知ビルメンテナンス協同組合

西村悦一

安岡茂幸

代表理事
高知市北本町一丁目10番31号高知八州ビル3階
TEL 088－822－7727 FAX 088－802－6001

理事長
高知市北本町1丁目10番28号セーラー広告 高知北本町ビル1F
TEL 088－821－6628 FAX 088－821－6656

愛宕商店街振興組合

高知県テント・シート工業組合

浅津

小野大典

博

理事長
高知市愛宕町2丁目19番14号
TEL 088－875－3522

理事長
高知市南金田3番48－7号
TEL 088－882－3734

矢野公士法律事務所

高知県製パン協同組合

下司冨士夫

弁護士

代表理事
高知市大川筋1－3－39土佐建材ビル2F
TEL 088－802－3733

土佐電設事業協同組合
理事長

川上

個 人

曜

高知市相模町6の15
TEL 088－822－4523

矢野公士

高知市小津町４番１号
TEL 088－820－8288 FAX 088－820－8289

南四国個人タクシー協同組合

芝

知彦

理事長
高知市相模町13番17号
（配車）TEL 088－872－0923
へんしも情報 vol.237●
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令和３年 謹賀新年

高知県柔道整復師協同組合

高知県砕石工業組合

川上和孝

理事長
高知市新本町2丁目20－26
TEL 088－881－6349 FAX 088－881－6350

高知県クリーニング生活衛生同業組合

木村浩二

理事長
高知市百石町1丁目16の1
TEL 088－831－1327

川村

卓

代表取締役
高知市桟橋通2丁目7－5
TEL 088－831－4582 FAX 088－831－2324

沖野東陽

理事長
〒781‐8010 高知市桟橋通六丁目2番2号
TEL 088－855－4880 FAX 088－837－4881

高知県海砂利採取協業組合

武田義憲

協同組合 ドライウッド土佐会

大原儀郎

高知市小倉町2番8号
FAX 088－884－1697

所長

小川康夫

高知市小倉町2番8号
FAX 088－884－1697

ぬ

た

はら

あつ

中橋達明

理事長
高知市新田町18番18号
TEL 088－833－4545

武田義憲

代表理事
高知市萩町２丁目１番９５号
TEL 088－831－4140 FAX 088－831－4066

代表理事
TEL 088－883－8504

本山博文

高知市小倉町2番8号
FAX 088－884－5868

高知県木製品工業連合協同組合
代表理事
TEL 088－882－0298

お

奴田原惇郎

中谷社会保険労務士事務所

中谷公一

社会保険労務士
高知市知寄町2－1－37ちより街テラス4F
TEL 088－878－0314 FAX 088－878－0318
●へんしも情報 vol.237

ゆずまくん

太海

池

龍曻

高知市小倉町2番8号
FAX 088－884－1697

高知県室内装飾事業協同組合

高知市中宝永町8番11号
TEL 088－884－2772 FAX 088－882－6423

17

秋

理事長
高知市桟橋通3丁目25－20
TEL 088－833－6388

木 のこころを 伝 える

「新 高知県で儲かる会社を創る本」好評発売中

奴田原税理士事務所

高知県遊技業協同組合

高知県素材生産業協同組合連合会

高知県木材産業協同組合連合会

TEL 088－883－6721

～身近で気軽な大衆娯楽～

土佐海砂利協同組合

理事長
高知市萩町2丁目1番95号
TEL 088－831－9682

代表理事

上村健一

代表理事
高知市六泉寺町93番15
TEL 088－832－2851

赤帽高知県軽自動車運送協同組合

高知県板金工業組合

TEL 088－883－8810

高知市管工事設備業協同組合

パチンコ・パチスロ

有限会社 川村印刷

代表理事

髙橋俊光

理事長
高知市塩屋崎町2丁目1番27号
TEL 088－832－1411 FAX 088－832－1011

久保浩二

理事長
高知市南宝永町10番3号
TEL 088－885－1611

あいおいニッセイ同和損害保険㈱高知支店
支店長

村田大祐

高知市知寄町2－3－2
TEL 088－884－7052

令和３年 謹賀新年

協同組合 丸和林材

施工現場の生産性向上を図るブロック、
コンクリート製品

北岡幸一

代表理事
高知市知寄町3丁目303番地
TEL 088－855－7647 FAX 088－884－1687

高知県屋外広告美術協同組合

岡﨑

勲

代表理事
高知市稲荷町10－23スカイハイツ301号
TEL 088－885－3178

高知青果商業協同組合

畠中泰 久

理事長

高知市弘化台12の12
TEL 088－882－6769

高知中央青果買受人協同組合

楠瀬彰彦

代表理事

高知市弘化台12の12
TEL 088－882－4929

高知県央生コンクリート協同組合

福岡豊樹

代表理事
高知市本宮町105番地25
TEL 088－821－7777

高知県理容生活衛生同業組合

高知県コンクリート製品工業組合

髙橋佳久

理事長
高知市日の出町2番12号
TEL 088－821－9112 FAX 088－821－9116

高知市中央卸売市場
青果仲卸業協同組合
代表理事

TEL 088－875－6709

東﨑幸男

高知市中万々85番地3
FAX 088－824－0053

万々商店街振興組合

クマーマまんなか市場（月のまんなか14日・15日サービスデー）

丁野信二

理事長
高知市中万々1－8 毛糸のパピー内
TEL・FAX 088－875－4157

理事長

刈谷喜明

高知市石立町97番地1
TEL 088－831－7103

高知県電気工事業工業組合
（高知電気安全サービス）
理事長

池澤啓輔

高知市弘化台12の12
TEL 088－883－4725

丸十事業協同組合
理事長

田部博史

高知市若松町3の25
TEL 088－884－3111

高知県葬祭業協同組合

池 和明

理事長
事務局：高知市越前町2の5の10「大和葬祭内」
TEL 088－875－7200 FAX 088－875－1400

高知県美容生活衛生同業組合

三宮豊辰

理事長
高知市中万々85番地の3
TEL 088－873－6954 FAX 088－825－3261

高知県中央地区生コン協同組合
理事長

仮谷征二郎
高知市朝倉戊773番地1
TEL 088－856－7780

高知県石油業協同組合

高知県菓子工業組合
代表理事

高知市弘化台12の12
TEL 088－882－5401

高知中央市場鮮魚買受人協同組合

バーバーくんマークのお店に来店下さい！

理事長

岡村啓司

吉村保利

高知市大原町87の8
TEL 088－832－7822

武井勝一

理事長
高知市大原町80－2石油会館
TEL 088－831－0439 FAX 088－833－9988

「生命を守るコンクリート」

高知県生コンクリート工業組合

山中

伯

理事長
高知市城山町183番地5
TEL 088－833－3110 FAX 088－833－3242
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高知医師協同組合

川越税理士事務所

野並誠二

理事長
高知市城山町207番地6
TEL 088－833－1241 FAX 088－833－6066

川越宏一

所長
高知市針木本町2番6号
TEL 088－844－5055 FAX 088－844－5150

高知工作センター協同組合
〒781-8136 高知市一宮西町1丁目8番22号
Tel.088-845-2211 Fax.088-845-2214
kata-sei @ axel.ocn.ne.jp

代表取締役

片岡 孝元

高知個人タクシー協同組合

尾﨑詳司

理事長
高知市一宮南町一丁目8番37号
TEL 088－845－1825
人材育成をサポートし、継栄に貢献する

下 本 満 男 前中社労士事務所

理事長
高知市一宮東町5丁目21番11号
TEL 088－846－5533
FAX 088－846－5534

高知卸商センター協同組合

町田

貴

理事長
高知市南久保11番24号
TEL 088－882－8815

高知県環境整備事業協同組合

戸田

明

平山雅邦

理事長
高知市杉井流15番20号
TEL 088－883－6665 FAX 088－883－6669

協同組合 高知機械工業団地

久松朋水

高知市布師田3961
TEL 088－846－1171

高知県火災共済協同組合

高知市布師田3992の2

植野陽雄

他役職員一同
TEL 088－845－2221

高知県食品外販協同組合

町田直明

代表理事
高知市布師田3992－2（高知県中小企業会館5F）
TEL 088－845－6860 FAX 088－845－6861
19
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篠原裕一

理事長
高知市南御座10番13号
TEL 088－861－6660

小野昌男

代表理事
高知市南川添17番18号
TEL 088－884－1474

太陽特殊鍛造協同組合

高知県建具協同組合

理事長

協同組合
高知県介護福祉支援センター

協同組合高知県ＬＰガス保安調査センター

理事長
高知市南御座19番31号
TEL 088－884－1319

理事長

前中博雄

所長
高知市海老ノ丸6番20号エムケイツービル北側中央
TEL 088－802－5022 FAX 088－802－5023

久松朋水

代表理事
高知市布師田3950番地
TEL 088－846－1230 FAX 088－846－2704

高知県外国人技能実習生
受入組合連絡協議会

吉川浩史

会長
高知市布師田3992－2 中央会内
TEL 088－845－8870 FAX 088－845－2434

高知県商店街振興組合連合会
理事長

廣末幸彦

高知市布師田3992の2
TEL 088－845－8870

高知県中小企業青年中央会
会長
高知市布師田3992の2

島田

誠

他役員一同
TEL 088－845－8870

令和３年 謹賀新年

全高知珊瑚協同組合連合会
代表理事

田村

株式会社高知丸高

紘

高知市布師田3992の2
TEL 088－846－2333

高知市再生資源処理協同組合

坂本導昭

代表理事
高知市大津乙1786番地1
TEL 088－866－5613

高知県自動車車体整備協同組合
理事長

掛水伸一

高知市大津乙1793の1
TEL 088－866－7300

高知県食品工業団地事業協同組合

吉野和守

理事長

高知市大津乙1910
TEL 088－866－3111

高知県電機商業組合
理事長

高野広茂

代表取締役

会長
高知市薊野南町12番31号
TEL 088－845－1510 FAX 088－846－2641

高知県自動車整備商工組合
理事長

下村

宰

高知市大津乙1793の1
TEL 088－866－7300

高知市ハイヤー協同組合
理事長

明石健市

高知市大津乙1879の9
TEL 088－866－0520

高知県中古自動車販売商工組合
理事長

小松

豪

高知市大津乙2126の1
TEL 088－866－8400

高知県墓地環境整備協同組合

岡林秀雄

高知市介良乙1060番9
TEL 088－860－6655

理事長

大原繁次郎
高知市介良乙3675番地
TEL 088－860－6300

外国人技能実習生受け入れ監理団体

田所成實

代表取締役
高知市介良甲981番地2
TEL 088－878－7930 FAX 088－878－7931

高知県左官タイル業協同組合

川上利政

理事長
高知市高須新町2丁目6の14
TEL 088－882－0010

高知海砂利採取販売協同組合

西森明彦

代表理事
高知市五台山北タナスカ5022-1
TEL 088－882－0888 FAX 088－882－0888

サポートスタッフ協同組合

近藤豊信

代表理事
高知市高須2丁目17番34号
TEL 088－861－5025

高知県スポーツ用品小売商協同組合

美馬義一

理事長
高知市高須東町3番3号
TEL 088－883－2532 FAX 088－883－2532

高知県臨海工業団地協同組合

武村賢司

理事長
高知市長浜5033番地21
TEL 088－842－1020

協同組合 高知県木材工業団地連盟 高知県木材協同組合

北岡幸一

代表理事
高知市仁井田字新築4502
TEL 088－847－0161

山本佳和

理事長
高知市仁井田4509番地
TEL 088－847－2332
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高知県木協建材協同組合

高知県木材商業協同組合

山本佳和

理事長
高知市仁井田4509番地
TEL 088－847－7222

室戸黒潮協同組合

土佐山ファクトリー協同組合

仁井田誠

代表理事
高知市春野町弘岡中1402番地
TEL 088－894－6363

馬路林材加工協同組合

清岡哲也

門脇邦泰

理事長
香美市香北町美良布1211番地
TEL 0887－59－3156 FAX 0887－59－3159

高知県種苗緑化協同組合

西森憲明

代表理事
香美市土佐山田町神母ノ木字鹿落159番地1
TEL 0887－53－4161

高知県土佐刃物連合協同組合

山﨑洋介

理事長
香美市土佐山田町上改田109
TEL 0887－52－0467

赤岡青果商業協同組合

穂岐山信介

理事長
香美市土佐山田町上改田113－1
TEL 0887－53－9530

高知県青果物出荷商業協同組合

理事長

西内

正

香南市赤岡町1365
TEL 0887－55－2175

高知県生コンクリート東部協同組合

中村義仁

代表理事
香南市赤岡町1377番地1
TEL 0887－55－1926 FAX 0887－55－1943

協同組合 やすらぎ市

北岡守男

理事長
香南市野市町西野1892番地
TEL 0887－56－2461 FAX 0887－56－2452

嶺北生コンクリート協同組合

井澤

傳

代表理事
香南市夜須町千切537－90 道の駅やす内
TEL 0887－55－2370 FAX 0887－55－2370

－本場の本物－
大豊町碁石茶協同組合

小笠原功治

代表理事
長岡郡大豊町黒石343番地1
TEL 0887－73－1818
●へんしも情報 vol.237

武内正文

代表理事
香美市土佐山田町神母の木13番3号
TEL 0887－53－7511 FAX 0887－53－7512

協同組合土佐刃物流通センタ－

緑化と苗木のことなら
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吉村公政

理事長
安芸市本町4丁目2の31
TEL 0887－34－3178

高知東部農振協同組合

生産者の真心をそえて届ける産直の店

－鍛冶屋創生塾－

出間精一郎

代表理事
室戸市室戸岬町6810番地152
TEL 0887－22－2176 FAX 0887－22－2177

安芸郡酒類卸商業協同組合

理事長
安芸郡馬路村大字馬路字西張2107番地20
TEL 0887－44－2059 FAX 0887－44－2136

協同組合 韮生の里

山村一正

理事長
高知市仁井田4509番地
TEL 088－847－4156

山中

伯

理事長
長岡郡大豊町川口2050番33
TEL 0887－72－1217

吉野川リビング協同組合

藤川豊文

理事長
長岡郡本山町助藤1372
TEL 0887－76－3355

令和３年 謹賀新年
郷土のために

嶺北建設業協同組合
理事長

佐古田洋市

長岡郡本山町本山526－1
TEL 0887－76－2230

土佐さめうら企業組合

さめうら荘レイクサイドホテル

髙橋豊明

代表理事
高知県土佐郡土佐町田井146－1
TEL 0887－82－1020

土佐石灰工業協同組合
理事長

代表理事

川和良

理事長

川和良

南国市稲生1328
TEL 088－865－1776

立花智幸

人材支援協同組合

尚

高知県トラック団地事業協同組合
理事長

南国市小篭808番地1
TEL 088－863－7722

理事長
高知県南国市後免町3-1-7
TEL 088－855－7418 FAX 088－855－7419

今田

南国市大埇甲1788番地

北岡邦夫

企業組合ごめんシャモ研究会

小松秀則

南国市小篭808番地1
TEL 088－863－0018

高知介護サービス協同組合

今村義男

代表理事
高知県南国市浜改田１２７７番地１
TEL 088－880－7030

南予木材企業組合

今村義男

代表理事
高知県南国市浜改田１２７７番地１
TEL 088－802－7035

高知物流ネットワーク協同組合

三谷範之

南国市双葉台5番地2
TEL 088－862－2424

代表理事

菅

章哲

南国市比江２６５番地２６

高知県中央木材工業団地協同組合
代表理事
TEL 088－862－1050

三木康弘

南国市双葉台19
FAX 088－880－8160

四国地区中小乳業協同組合

協同組合 テクノ高知
理事長

土佐石灰化工協業組合

南国市稲生938番地8
TEL 088－882－1158

“龍馬が食べ損ねたシャモ鍋を現代に”

理事長

野村哲志

理事長
長岡郡本山町吉野305番地
TEL 0887－70－1388 FAX 0887－70－1378

南国市土曜市協同組合

事業協同組合
高知総合輸送センター
理事長

レイホク木材工業協同組合

坂本正興

南国市明見889番地18
TEL 088－864－0100

土佐ふれあい協同組合

理事長

吉澤文治郎

TEL 088－864－5800

南国市物部272－1
FAX 088－864－4594

土佐信用組合

坂本重法

代表理事
土佐市高岡町乙61番地10
TEL 088－854－1005

横山英生

理事長
土佐市高岡町甲2137の1
TEL 088－852－1211
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土佐文旦産直協同組合

土佐市青果商業協同組合
理事長

中村義仁

土佐市高岡町丙52－1
TEL 088－852－0597

西森幹展

土佐市積善寺926番地
TEL 088－828－6777 FAX 088－828－6778
https://buntan-santyoku.jp

高知県手すき和紙協同組合

一般社団法人高知県製紙工業会

森澤正博

理事長
吾川郡いの町波川287－4
TEL 088－892－3955

本川手箱きじ生産企業組合

大勝敬文

理事長
吾川郡いの町波川287－4
TEL 088－892－4170 FAX 088－892－4168

仁淀川林産協同組合

山本周児

代表理事
吾川郡いの町葛原231番地4
TEL 088－869－2333

片岡博一

代表理事
吾川郡仁淀川町上名野川490
佐川集材センター：高岡郡佐川町丙1494－1
TEL 0889－20－0759

協同組合 須崎木材工業団地

くろしお農業振興協同組合
理事長

代表理事

吉川浩史

代表理事

須崎市押岡458番地
TEL 0889－42－0104

高知県中部生コンクリート協同組合

須崎市港町76
TEL 0889－42－1001

高陵建設業協同組合

嶋﨑勝昭

理事長
須崎市南古市町6番6号
TEL 0889－42－0033

越知町仁淀川山椒企業組合

市川正孝

理事長

杉本貞雄

須崎市南古市町6－6
TEL 0889－42－2429

企画・ど久礼もん企業組合

山中直樹

理事長
高岡郡越知町鎌井田桑薮454番地
TEL 0889－20－6466 FAX 0889－20－6477

大正町市場 http://www.dokuremon.com/

高岡郡中土佐町久礼6530番地
TEL 0889－52－3822 FAX 0889－52－3823

山に遊び林に愉しむ 林家と未来を考える

梼原林産企業組合 －ゆうりん－

矢野博正

理事長
高岡郡檮原町上折渡98番地
TEL 0889－62－2922

田邊

聖

代表理事
高岡郡四万十町江師613番地1
TEL 0880－27－0775

四万十アパレル協同組合

松下則和

代表理事
高岡郡四万十町琴平9番29号
TEL 0880－22－4330 FAX 0880－22－3475
●へんしも情報 vol.237

管理・運営：

梼原町商工振興協同組合

高岡郡梼原町梼原1196-1
T e l .0889-65-1288

代表理事 長

山和幸

四万十マヒマヒ丸企業組合

大正建設業協同組合

23

高岡郡梼原町太郎川3799-3
T e l .0889-65-1100

德弘伸一

代表理事
高岡郡四万十町興津1930番地2
TEL 0880－29－5811

高幡生コンクリート協同組合

田邊

聖

理事長
高岡郡四万十町口神ノ川696－2
TEL 0880－22－3049

令和３年 謹賀新年

しばてんカード協同組合

とおわ守人企業組合

八木敏伸

理事長
高岡郡四万十町久保川169番地5
TEL 0880－29－1066 FAX 0880－29－1066

しまんと林産企業組合

田邊

聖

理事長
高岡郡四万十町大正230番地8
TEL 0880－27－0231 FAX 0880－27－0188
E-mail:r40010@mb.inforyoma.or.jp

高知県西部自動車整備協業組合

國澤隆英

理事長
高岡郡四万十町茂串町1－14
TEL 0880－22－0465

協同組合 ウッディ四万十

芝

久義

代表理事
幡多郡黒潮町入野2527番地3
TEL 0880－43－0710 FAX 0880－43－0711

四万十市商業協同組合

岡本憲正

代表理事
四万十市有岡岩井ノ前2146番地1
TEL 0880－37－0521 FAX 0880－37－0523

中村地区建設協同組合

金谷光人

理事長
四万十市右山元町3丁目3の26
TEL 0880－34－3100

本田

園

理事長
四万十市右山五月町8の13
TEL 0880－34－7100

幡多公設地方卸売市場
青果部買受人協同組合
理事長

小橋一實

四万十市佐岡499の1
TEL 0880－34－1495

下田海運協同組合

幡多生コンクリート協同組合

増田博和

理事長
四万十市具同7388番地9
TEL 0880－37－0046 FAX 0880－37－0578

岡島喜三

理事長
四万十市下田1910番地15
TEL 0880－33－0003

高知県化粧品小売協同組合

天神橋商店街振興組合

國吉康夫

理事長
四万十市中村天神橋29番地
TEL 0880－31－0280

株式会社 シマント

理事長

友永幸雄

四万十市中村東下町5
TEL 0880－35－3446

各種砕石製造販売

浜田敦夫

代表取締役
四万十市西土佐用井841
TEL 0880－31－6301

幡多砕石協同組合

中野正高

代表理事
四万十市三里垣ノ内1400番地
TEL 0880－38－2811 FAX 0880－38－2638

高知西南物流センター協同組合
理事長

石﨑

順

協業組合 テスク

理事長

今西

博

宿毛市宿毛1748番地3
TEL 0880－63－4725

大洋蒲鉾協業組合

池本成志

理事長
宿毛市高砂5387番地122
TEL 0880－62－1088

理事長

名倉次朗

宿毛市和田1215
TEL 0880－63－3128
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情報連絡員報告を中心とした

県内各業界の動向
情報連絡員報告
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食品団地

生コンクリート製造

11月度市況は、GoToトラベル施策による県外からの
観光客が増加し、観光関連のお土産の売上が好調で
あったが、全般的にはやはり新型コロナの影響で市場
が縮小しており、
ダメージはまだまだ続いている。

出荷量は前年同月比 110.4 ％。高知市を中心とする
地区の市況は低迷している。今後は新型コロナ対策
に予算が割かれ、建設関連予算の削減、新型コロナ
蔓延による工期の遅延が懸念される。

酒類製造

コンクリート製品

11月はやや持ち直しの傾向もみられたが、首都圏の
新型コロナ感染状況等もあり、前年度には及ばなかっ
た。又、今月は企業間でのバラつきが目立っている。最
需要期を控え、見通しが立たない状況が続いている。

出荷数量は、前年同月比91％。前年5月分の出荷から
西日本豪雨による災害復旧工事の発注により増加が
続いていた7～9月分は前年度より低下したが、10月分
は持ち直したものの、11月分は再度低下した。

テントシート

機械団地

新型コロナ感染防止対策による、各種イベントの中
止、延期等により全体的に売上減少となっている。
特にイベント関連主力の事業所は大変な状況。今年
中は、現在の状況が続くと思われる。

新型コロナ禍による落ち込みを回復できない企業が
一部にあるものの、多くは前年同月レベルの業況に
戻しつつある。ただ、再び新型コロナ感染が拡大し
ており、経済活動への影響が懸念される。

木製品素材生産

刃物製造

材価・量ともに回復傾向にはある（11月はスギ・ヒノ
キ共に量は1割程度アップであるが、材価については
共に横ばいの状況）が、製品市況・需給状況が見通せ
ない不安があるなど確実に見通せないのが現状。

売上金額は昨年を下回った。県内小売業者への卸が
非常に悪く、売上が大きく減少してしまった。県外へ
の売上はほぼ前年並み。ただ、小売面は大幅に売上を
伸ばせた。顧客は県外の方が増えたように感じる。

製材

船舶製造

前月と同じく需要の停滞、コロナ禍の問題も含め全
般に低調で、この状態は今後も続きそう。

生産活動は高い水準で推移しているが、海外取引の
停滞などの影響が出ている。

製紙（家庭紙）

珊瑚装飾品製造

例年なら、年末に向け需要が活発になる家庭紙業界
であるが、今年は、厳しい状況が続いている。新型
コロナの関係で、順調に推移していた“除菌ウエッ
トティシュ”も供給過剰か？荷動き悪くなる。

11月は新型コロナの影響により、当初予定してい
た製品大会を通常の製品会に変更したことから、取
引額が前年同月比26％と大きく減少した。

印刷

卸団地

官公需、民需共に回復傾向。県外需要も一部小規模の
イベント開催等で回復傾向。前年割れも先月よりも指数
は改善されたと思われるが、12月に入って新型コロナ
感染者が増加、回復傾向にブレーキがかかる恐れあり。

1.GoTo eatの開始で外食産業の売上は多少戻ってきて
いるが、平日は仕事関係の会合が皆無のため、市内中
心街飲食店は低調。2.新型コロナの影響が水産関係で
継続している。
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青果卸売

商店街（四万十市）

県内一般消費は変化なし。県外ギフトは好調。業務
系は依然不調続き、年末に向けて第3波以後も心配
である。

一条大祭はイベントを縮小し、露店の数も1/3ほどで
行われた。県内の感染者が0だったこともあり、観光
客は増えてきていたが、市内に数名出てから明らかに
影響が出ている。飲食店へのキャンセルも同様。

生鮮魚介卸売

旅館・ホテル

マグロ、カツオの入荷は多く順調だが、需要が少ない。新
型コロナの影響（得意先の高知店閉店）もあり仲卸店舗
が1店廃業した。高知でも新型コロナ感染者が確認され
「注意」→「警戒」
レベルになり影響があると思われる。

昨年は大型イベント等が多数あり、新型コロナの影響
と共に反動を懸念。GoTo効果と自主販売戦略等が奏功
し、回復の兆しはあった（宿泊部門）が、第3波期により
宴会のキャンセルが出ており、予約にも影響が出そう。

各種小売（土佐市）

飲食店

新型コロナが、高知県は落ち着いているので、GoToで
も県外のお客様がたくさん見られ、少し元気が戻って
きたように思えた。

業種、店舗により差はあるが売上高は前年度比７割程
度。前月比では回復傾向、人出が多く集客が増えたが、
業界の景況回復にはまだ時間を要する。雇用維持の
取組みが業界のみならず県全体としても大変重要。

ガソリンスタンド

旅行業

原油価格は10月末から11月の初めにかけ新型コロナ
感染拡大により大きく値を下げたが、11月下旬よりコ
ロナウイルスのワクチン製造期待から値上げに転じて
おり、12月上旬の市況は大きな変動を予想。

組合クーポン前年同月対比60％、全旅クーポンを加
味して72％。11月末総売上げは前年対比で29％であ
り、感染の第三波発生により、今後は更に売上げ減少
に転じ、傘下会員の経営は厳しくなると見通す。

電気機械器具小売

一般土木建築工事

全商品平均で前年同月並み。空気清浄機は好調、加
湿器は品不足。

令 和2年11月分 の公共 用生コン出荷 量は、前月比
108.6％、前年同月比106.1％、公共工事請負金額は前
年同月比で67.2％。災害復旧工事、防災・減災対策工
事、高速道路の延伸工事などの大型工事は継続。

中古自動車小売

電気工事

先月に引き続き販売台数、客単価ともに上昇傾向に
ある。特に高年式の車両の販売が好調。

組合員の施工する電力引き込み線の工事量は、前年
同月比151％となった。高知中央地区が大幅に増加
した。

商店街（安芸市）

一般貨物自動車運送

11月上旬に国の G oTo商店街へ申請。11月下旬に採
択が決定。商店街でのスタンプラリーや商い甲子園
のパネル展を開催し、商店街の賑わい創出と高校生
との地域協働の関係強化につなげる。

物量は少し増えたように感じられるが、思ったように
増えてこない。新型コロナ感染が県内外で増加してお
り今後の影響が心配される。物量の回復が鈍い。感染
が拡大すれば年末にかけての繁忙期に影響がでる。

商店街（高知市）

タクシー

中央公園地下駐車場利用状況 売上：前年比40.9％、
台数：前年比96.1％ 全国的な感染拡大に対する警戒
感から、昼夜ともに人出が少なく、忘年会や歳末商戦
に陰りがみえている。

実働1日1車当りの前年同月比営業収入：94.9％、輸
送回数：92.4％。実働率は55.1％。ここ数日感染者
が発生している影響か少なかった夜の利用者がめっ
きり減少したといっている。
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